
■9 ページ以降に改訂後の「使用上の注意」全文を記載していますので、ご参照下さい。 

また、ここでお知らせした内容は弊社ホームページ（http://www.glaxosmithkline.co.jp）でもご覧になれます。 

－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。－ 

使用上の注意改訂のお知らせ 

2011 年 10 月

抗インフルエンザウイルス剤

（一般名：ザナミビル水和物）

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は、弊社医薬品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、この度、 の【使用上の注意】を改訂致しましたのでお知らせ申し上げ

ます。 

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日時を要しますので、

今後のご使用に際しましては、本内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

謹白 

1．主な改訂内容（自主改訂） 

 

 容内 目項

重要な基本的注意 

[一部改訂と削除] 

高齢者、糖尿病を含む慢性代謝性疾患、高血圧を除

く循環器系疾患、気管支喘息及び慢性閉塞性肺疾患

等の慢性呼吸器疾患のある患者に対する使用経験が

少ない旨の記載を削除しました。 

副作用概要      [一部改訂] 「治療：<成人>」の項の記載を整備し、また、「治

療：<小児>」と「予防」の項に特定使用成績調査の

情報を追記しました。 

その他の副作用   [一部改訂] 「血管迷走神経反応」を追記し、「嗅覚障害」の頻

度区分を変更しました。 

高齢者への投与     [削除] 高齢者への投与の項を削除しました。 

適用上の注意    [一部改訂] 本剤をネブライザーもしくは機械式人工呼吸器には

使用しない旨を追記しました。 

臨床成績        [追記] 使用成績調査の結果を追記しました。 

薬効薬理      [一部改訂] 本剤耐性株に関する調査結果を追記しました。 
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2．改訂内容と改訂理由 

 

(1)｢重要な基本的注意｣の項 

<改訂理由> 
本剤の使用成績調査において、高齢者231例、糖尿病53例、循環器系疾患（高血圧を除く）30例、慢

性呼吸器疾患のある患者（気管支喘息、COPDを含む）185例が登録され、患者背景別解析を行ったと

ころ、これらのハイリスクを有する患者における安全性および有効性はそれらの患者以外と同様であ

ることが確認されました。（「臨床成績の項」（P.6）参照）。そのため、ハイリスク因子を有する患

改訂後 

（取消線部：削除部分、下線部：追記部分） 

改訂前 

1.重要な基本的注意 

(1)因果関係は不明であるものの、本剤の使用後に

異常行動等の精神神経症状を発現した例が報告

されている。・・・（省略） 
(2)高齢者、糖尿病を含む慢性代謝性疾患、高血圧

を除く循環器疾患あるいは免疫低下状態の患者

等に対する使用経験が少ない（「臨床成績」の

項参照）。これら免疫低下状態の患者へに投与

する場合には、患者の状態を十分に観察しなが

ら投与すること。 
(3)気管支喘息及び慢性閉塞性肺疾患等の慢性呼吸

器疾患のある患者に対する使用経験が少ない

（「臨床成績」の項参照）。 
軽度又は中等度の喘息患者（ただし、急性のイ

ンフルエンザ症状を有さない症例）を対象とし

た海外の臨床薬理試験において、13 例中 1 例に

気管支攣縮が認められた。 
インフルエンザウイルス感染症により気道過敏

性が亢進することがあり、本剤投与後に気管支

攣縮や呼吸機能の低下がみられたという報告が

ある（呼吸器疾患の既往歴がない患者において

も同様な報告がある）。このような症状があら

われた場合、本剤の投与を中止し、適切な処置

を行うこと。 
また、気管支喘息及び慢性閉塞性肺疾患等の慢

性呼吸器疾患のある患者に本剤を投与する場合

には本剤投与後に気管支攣縮が起こる可能性が

あることを患者に説明することとし、必要時に

使用できるよう短時間作用発現型気管支拡張剤

を患者に所持させること。 
なお、慢性呼吸器疾患の治療に用いる吸入薬（短

時間作用発現型気管支拡張剤等）を併用する場

合には、本剤を投与する前に使用するよう指導

すること。 

1.重要な基本的注意 

(1)因果関係は不明であるものの、本剤の使用後に

異常行動等の精神神経症状を発現した例が報告

されている。・・・（省略） 
(2)高齢者、糖尿病を含む慢性代謝性疾患、高血圧

を除く循環器疾患あるいは免疫低下状態の患者

等に対する使用経験が少ない（「臨床成績」の

項参照）。これら患者へ投与する場合には、患

者の状態を十分に観察しながら投与すること。 

 
(3)気管支喘息及び慢性閉塞性肺疾患等の慢性呼吸

器疾患のある患者に対する使用経験が少ない

（「臨床成績」の項参照）。 
軽度又は中等度の喘息患者（ただし、急性のイ

ンフルエンザ症状を有さない症例）を対象とし

た海外の臨床薬理試験において、13 例中 1 例に

気管支攣縮が認められた。 
インフルエンザウイルス感染症により気道過敏

性が亢進することがあり、本剤投与後に気管支

攣縮や呼吸機能の低下がみられたという報告が

ある（呼吸器疾患の既往歴がない患者において

も同様な報告がある）。このような症状があら

われた場合、本剤の投与を中止し、適切な処置

を行うこと。 
また、気管支喘息及び慢性閉塞性肺疾患等の慢

性呼吸器疾患のある患者に本剤を投与する場合

には本剤投与後に気管支攣縮が起こる可能性が

あることを患者に説明することとし、必要時に

使用できるよう短時間作用発現型気管支拡張剤

を患者に所持させること。 
なお、慢性呼吸器疾患の治療に用いる吸入薬（短

時間作用発現型気管支拡張剤等）を併用する場

合には、本剤を投与する前に使用するよう指導

すること。 
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者に対する使用経験が少ない旨の記載を削除することとなりました。 

 

 

（2）「副作用概要」の項 

<改訂理由> 
小児を対象としたインフルエンザウイルス感染症の治療の特定使用成績調査およびインフルエンザ

ウイルス感染症の予防の特定使用成績調査の情報を追記しました（P.8参照）。なお、海外の市販後の

情報に関しては、重大な副作用の項にも記載がありますので、本項からは削除しました。 

 

 

 

 

 

 

改訂後 

（取消線部：削除部分、下線部：追記部分） 

改訂前 

2.副作用 

治療： 
＜成人＞ 
国内臨床試験において、総症例 291 例（40mg/日 111
例、吸入・鼻腔内噴霧 40 例を含む）中、50 例（17.2%）

に臨床検査値異常を含む副作用が報告された（承認

時）。 
使用成績調査及び特定使用成績調査 5393 例中、68
例（1.3%）に副作用が報告された。その主なものは

下痢 13 例（0.24%）、発疹 7 例（0.13%）、悪心・

嘔吐 7 例（0.13%）、嗅覚障害 6 例（0.11%）であっ

た（再審査終了時）。 
また、海外において、市販後に発疹、蕁麻疹、顔面

浮腫、口腔咽頭浮腫等のアレルギー反応、気管支攣

縮、呼吸困難が報告された。 
＜小児＞ 

国内臨床試験において、総症例 145 例中、3 例（2.1%）

に臨床検査値異常を含む副作用が報告された（承認

時）。 
特定使用成績調査 784 例中、13 例（1.7%）に臨床検

査値異常を含む副作用が報告された（再審査申請

時）。 
予防： 

国内臨床試験において、総症例 161 例中、2 例

（1.2%）に臨床検査値異常を含む副作用が報告さ

れた（承認時）。 
特定使用成績調査 289 例中、副作用は報告されな

かった（再審査申請時）。 

 

2.副作用 

治療： 

＜成人＞ 
国内臨床試験において、総症例 291 例（40mg/日 111
例、吸入・鼻腔内噴霧 40 例を含む）中、50 例（17.2%）

に臨床検査値異常を含む副作用が報告された（承認

時）。 
使用成績調査及び特定使用成績調査 5393 例中、68
例（1.3%）に副作用が報告された。その主なものは

下痢 13 例（0.24%）、発疹 7 例（0.13%）、悪心・

嘔吐 7 例（0.13%）、嗅覚障害 6 例（0.11%）であっ

た（再審査申請時）。 
また、海外において、市販後に発疹、蕁麻疹、顔面

浮腫、口腔咽頭浮腫等のアレルギー反応、気管支攣

縮、呼吸困難が報告された。 
＜小児＞ 

国内臨床試験において、総症例 145 例中、3 例（2.1%）

に臨床検査値異常を含む副作用が報告された（承認

時）。 

 
 
予防： 

国内臨床試験において、総症例 161 例中、2 例

（1.2%）に臨床検査値異常を含む副作用が報告さ

れた（承認時）。 
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(3)「その他の副作用」の項 

<改訂理由> 
重要な基本的注意の項の（5）に本剤投与後に失神やショック症状があらわれたとの報告について記

載し、注意喚起をしておりましたが、この度、国内外で症例が集積されたため、血管迷走神経反応を

その他の副作用に追記しました。 

また、小児を対象としたインフルエンザウイルス感染症の治療の特定使用成績調査およびインフル

エンザウイルス感染症の予防の特定使用成績調査を、承認時の臨床試験とその他の製造販売後調査に

含めて集計した結果、嗅覚障害の発現頻度が0.1%未満に変更となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改訂後（下線部：追記部分） 改訂前 

2.副作用 
 (2)その他の副作用 

以下のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて

適切な処置を行うこと。 

 
0.1％～

１％ 
0.1％未満 頻度不明注 1)

過敏症注 3) 発疹 顔面浮腫、蕁麻

疹 

 

精神神経系  
頭痛、手指のし

びれ感、不眠症 

血管迷走神経

反応注 2) 

消化器 下痢、悪

心・嘔吐 

咽喉乾燥、口渇、

口内炎、舌あれ、

食欲不振、胃部

不快感 

 

呼吸器  嗄声、咽喉刺激

感、鼻道刺激感、

喘鳴、鼻出血、

鼻漏、痰 

 

感覚器  嗅覚障害、耳鳴  

循環器  動悸  

全身症状  発汗、発熱、頚

部痛、背部痛 

 

注 1)自発報告又は海外のみで認められている副作用につ

いては頻度不明とした。 
注 2) 海外での頻度：0.01%未満 
注 3) このような場合には投与を中止すること。 

2.副作用 
 (2)その他の副作用 

以下のような副作用があらわれた場合には、

症状に応じて適切な処置を行うこと。 

 0.1％～１％ 0.1％未満 

過敏 

症注 3) 

発疹 顔面浮腫、蕁麻疹 

精神 

神経系
 

頭痛、手指のしびれ

感、不眠症 

消化器 下痢、悪心・

嘔吐 

咽喉乾燥、口渇、口

内炎、舌あれ、食欲

不振、胃部不快感 

呼吸器  嗄声、咽喉刺激感、

鼻道刺激感、喘鳴、

鼻出血、鼻漏、痰 

感覚器 嗅覚障害 耳鳴 

循環器  動悸 

全身 

症状 

 発汗、発熱、頚部痛、

背部痛 

 
注 1)自発報告又は海外のみで認められてい

る副作用については頻度不明とした。 
注 2) 海外での頻度：0.01%未満 
注 3) このような場合には投与を中止するこ

と。 
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(4)｢高齢者への投与｣の項 

<改訂理由> 
本剤の使用成績調査において、高齢者に対しても使用経験が231例集積されました。また、高齢者を

対象とした製造販売後臨床試験の結果、高齢者においても有用性が示されました。これらのことから、

本記載を削除することとしました。 

 

 

 (5)｢適用上の注意｣の項 

<改訂理由> 
海外で、本剤を機械式人工呼吸器に溶解して使用し、添加物である乳糖による医療機器の閉塞によ

り患者が死亡したという症例が報告1)されています。本剤は、専用吸入器（ディスクヘラー）を用いて

の吸入のみが承認された投与方法です。誤った方法で本剤を用いないよう情報を記載しました。 

 
1）Kiatboonsri S at al. Fatal respiratory events caused by zanamivir nebulization. Clinical Infectious Diseases. 
2010;50:620. 
 

 

 

 

 

 

 

改訂後（取消線部：削除部分） 改訂前 

3.高齢者への投与 

高齢者に対する国内での使用経験は少ない。 
3.高齢者への投与 

高齢者に対する国内での使用経験は少ない。 

改訂後（下線部：追記部分） 改訂前 

5.適用上の注意 

(1)本剤は添付の専用吸入器を用いて、口腔内への

吸入投与にのみ使用すること。ネブライザーも

しくは機械式人工呼吸器には使用しないこと。

本剤（吸入用散剤）を溶解し、ネブライザーも

しくは機械式人工呼吸器を介してインフルエン

ザ入院患者に投与し、添加物である乳糖による

医療機器の閉塞のために患者が死亡したとの報

告がある。 

(2)患者又は保護者には添付の専用吸入器（ディス

クヘラー®）及び使用説明書を渡し、プラセボに

よるデモンストレーションをも含めて使用方法

を指導すること。なお、小児に対しては、本剤

を適切に吸入投与できると判断された場合にの

み投与すること（「小児等への投与」の項参照）。

(3)ザナミビル水和物は吸湿性が高いので、ブリス

ターは吸入の直前に穴をあけること。 

6.適用上の注意 

(1)本剤は専用の吸入器を用いて、口腔内への吸入

投与にのみ使用すること。 

 
 
 
 
 
 
(2)患者又は保護者には添付の専用吸入器（ディス

クヘラー®）及び使用説明書を渡し、プラセボに

よるデモンストレーションをも含めて使用方法

を指導すること。なお、小児に対しては、本剤

を適切に吸入投与できると判断された場合にの

み投与すること（「小児等への投与」の項参照）。

(3)ザナミビル水和物は吸湿性が高いので、ブリス

ターは吸入の直前に穴をあけること。 
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(6)｢臨床成績｣の項 

改訂後（下線部：追記部分、取消線部：削除部分） 改訂前 

【臨床成績】 

＜本邦にて実施された製造販売市販後調査成績＞ 

(1)使用成績調査 
使用成績調査における安全性及び有効性は以下のとおりで

ある。 

 副作用発現率 有効性 

解析対象全症例 1.3%(60/4456) 97.2%(4041/4159) 

ハイリスク患者以外 1.3%(53/4014) 97.2%(3643/3747)

ハイリスク患者注 1 1.6%(7/442) 96.6%(398/412) 

高齢者（65 歳以上） 1.7%(4/231) 96.7%(204/211) 

慢性呼吸器疾患（気管

支喘息、COPD を含

む） 

1.1%(2/185) 96.0%(169/176) 

循環器系疾患（高血圧

を除く） 

3.3%(1/30) 100.0%(28/28) 

糖尿病 3.8%(2/53) 98.0%(50/51) 

ハ
イ
リ
ス
ク
因
子 

慢性腎不全 0.0%(0/3) 100.0%(3/3) 

～5 歳未満 2.2%(1/46) 100.0%(44/44) 

5 歳～15 歳未満 0.7%(3/449) 98.1%(418/426) 
年
齢 

15 歳～65 歳未満 1.4%(52/3730) 97.0%(3375/3478)

注 1：インフルエンザ感染症が重症化しやすいとされるリスク因子

(2)特定使用成績調査 
インフルエンザウイルス感染症に対する本剤の有効性を確

認するために、・・・（省略） 
1)インフルエンザ主要症状が軽減するまでの所要日数 

・・・（省略） 
2)解熱までの所要日数 

・・・（省略） 
3)インフルエンザ主要症状軽減及び解熱までの所要日数 

・・・（省略） 

【臨床成績】 

＜本邦にて実施された市販後調査成績＞ 

インフルエンザウイルス感染症に対す

る本剤の有効性を確認するために、イン

フルエンザ迅速診断キットの検査結果

が陽性であった 15 歳以上の成人患者を

対象とした市販後調査を実施した。 
その結果、本剤投与群及びリン酸オセル

タミビル投与群における有効性に関す

る以下の各評価項目の中央値に差はみ

られなかった。 
(1)インフルエンザ主要症状が軽減するま

での所要日数 
インフルエンザ主要症状（さむけ・発汗、

頭痛、のどの痛み、筋肉又は関節の痛み、

咳）が軽減するまでの所要日数（中央値）

は、本剤投与群（n=421）、リン酸オセ

ルタミビル投与群（n=341）ともに 3 日

であった。 
(2)解熱までの所要日数 
解熱（体温 37.0℃未満）までの所要日数

（中央値）は、本剤投与群（n=387）、

リン酸オセルタミビル投与群（n=312）
ともに 2 日であった。 

(3)インフルエンザ主要症状軽減及び解熱

までの所要日数 

インフルエンザ主要症状の軽減及び解

熱までの所要日数（中央値）は、本剤投

与群（n=359）、リン酸オセルタミビル

投与群（n=288）ともに 3 日であった。

<改訂理由> 
使用成績調査の項を設け、安全性および有効性について追記しました。使用成績調査の結果から、

ハイリスク因子（高齢者（65歳以上）、慢性呼吸器疾患、循環器系疾患、糖尿病、慢性腎不全）を有

する患者とハイリスク患者以外の安全性および有効性は同様であることが確認されました。 
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 (7)｢薬効薬理｣の項 

改訂後（下線部：追記部分） 改訂前 

【薬効薬理】 

4.耐性 

急性インフルエンザ感染に対するザナミビルの

効果を検討した海外第Ⅱ相及び第Ⅲ相臨床試験

並びに予防効果を検討した海外臨床試験で、300 
例以上の患者から分離したインフルエンザウイ

ルス株においてザナミビルに対する感受性の低

下した株は認められなかった。これまでのとこ

ろ、B 型インフルエンザ感染症の免疫力の低下

した小児にザナミビルを 2 週間投与した 1 症
例において、ザナミビル耐性株発現の報告があ

る。 
国内において 2001 年～2005 年シーズンにザナ

ミビルに耐性を示すインフルエンザウイルス出

現に関する調査を行った。その結果、本剤投与

前又は投与後に分離・同定した 331 例の患者の

インフルエンザウイルス株の IC50 値より、ザナ

ミビル耐性が示唆される株は認められなかっ

た。 

【薬効薬理】 

4.耐性 

急性インフルエンザ感染に対するザナミビルの

効果を検討した海外第Ⅱ相及び第Ⅲ相臨床試験

並びに予防効果を検討した海外臨床試験で、300 
例以上の患者から分離したインフルエンザウイ

ルス株においてザナミビルに対する感受性の低

下した株は認められなかった。これまでのとこ

ろ、B 型インフルエンザ感染症の免疫力の低下

した小児にザナミビルを 2 週間投与した 1 症
例において、ザナミビル耐性株発現の報告があ

る。 

<改訂理由> 
2001年～2005年シーズンに本剤に耐性を示すインフルエンザウイルス出現に関する調査を行った結

果、調査対象例331例において本剤に耐性が示唆された株は認められませんでしたので、本記載を行う

こととしました。 

 

 

 

3．改訂添付文書使用時期 

リレンザ                          2011 年 12 月以降生産分より使用予定
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特定使用成績調査における副作用・感染症の発現状況一覧 

 

 小児 予防 

 承認時迄 特定使用成績調査 

（安全性・有効性）

特定使用成績調査 

（耐性） 

承認時迄 特定使用成績調査

調査例数 145 505 279 161 289 
副作用発現率 3(2.1%) 11(2.2%) 2(0.72%) 2(1.2%) 0(0%) 
 

 

 

 

「小児」 
副作用等の種類別発現症例（件数）率（%） 副作用等の種類 

承認時迄の状況 特定使用成績調査

（安全性・有効性） 

特定使用成績調査

（耐性） 

胃腸障害 2 (1.38%) 2 (0.40%) ― ― 
   口唇腫脹 1 (0.69%) ― ― ― ― 
   口内炎 1 (0.69%) 1 (0.20%) ― ― 
   嘔吐 ― ― 1 (0.20%) ― ― 

感染症及び寄生虫症 ― ― ― ― 1 （0.36%）

感染 ― ― ― ― 1 （0.36%）

筋骨格系および結合組織障害 ― ― 1 (0.20%) ― ― 
  筋攣縮 ― ― 1 (0.20%) ― ― 

精神障害 ― ― 7 (1.39%) 1 （0.36%）

  幻覚 ― ― 2 (0.40%) ― ― 
  幻聴 ― ― 1 (0.20%) ― ― 
  幻視 ― ― 2 (0.40%) ― ― 
  異常行動 ― ― 4 (0.79%) 1 （0.36%）

呼吸器、胸郭および縦隔障害 ― ― 1 (0.20%) ― ― 
   鼻出血 ― ― 1 (0.20%) ― ― 

皮膚および皮下組織障害 1 (0.69%) ― ― ― ― 
   全身性そう痒症 1 (0.69%) ― ― ― ― 

 
 

 

 

「予防」 

副作用等の種類別発現症例（件数）率（%） 副作用の種類 

承認時迄の状況 使用成績調査の累計 

臨床検査 2 (1.24%) ― 

血中クレアチンホスホキナーゼ増加 1 (0.62%) ― 

好酸球数増加 1 (0.62%) ― 
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